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警備スタッフ（警備会社） 44人（11人×4日間）

警備スタッフ（アルバイト） 80人（20人×4日間）

イベントスタッフ
254人（61人×見学会2日間，66人×イベント2日
間）

エアートランポリン(ふわふわ)スタッフ 4人（2人×2日間）

着ぐるみスタッフ
12人（3人（着ぐるみスタッフ2人，介助人1人）×4
日間

水カフェディレクター 3人（仕込み1日，本番２日）

水カフェ補助スタッフ 3人（仕込み1日，本番２日）

音響オペレーター　※会場全体用 4人（1人×4日間）

救護員（看護師資格所持者） 4人（1人×4日間）

事前清掃作業 1日

当日清掃作業一式
仮設ごみ箱16個×3（袋を含む），ごみの運搬及び
処分，トイレ清掃含む

設営，撤去
4月24日設営，4月28日完全撤去
※各日の簡易撤去・設営含む

アンケート入力作業 4,000人分

入場門看板 2本（縦3,600mm×横900mm角）

案内看板（縦） 26枚（縦1,800mm×横900mm）

期間外立入禁止看板（縦） 2枚（縦1,800mm×横900mm）

案内看板（縦） 7枚（縦1,800mm×横600mm）

記念撮影用看板（縦長） 1枚（縦1,500mm×横1,800mm）

記念撮影用看板（正方形） 1枚（縦1500ｍｍ×横1500mm）

案内サイン（縦長） 3枚（縦900mm×横300mm）

案内サイン（正方形大） 11枚（縦600mm×横600mm）

案内サイン（横長） 5枚（縦300mm×横600mm）

案内サイン（横長） 4枚（縦300mm×横900mm）

テント用サイン 30枚（縦200mm×横900mm）

屋上設置用写真パネル 1枚（縦450mm×横1500mm）

B3パネル製作 5枚（B3サイズ）

A1パネル製作 40枚（A1サイズ）

パネルスタンド（ウェイト込み） 210台（B1までのパネルが立てられるもの）

ウェイト 110個（パネルスタンド用）

写真撮影用パネルのタイトル，
日付入れ替え部分の作成

1枚（蹴上浄水場に保管している写真撮影用パネ
ルの搬出入及び文字入れ替え部分の作成）

トランシーバー 16台

音響設備 1式（イベント会場全体（※場外駐車場含む））

電気設備 1式

紅白幕 700ｍ（スタンド付き）

パイプテント（大） 30張（3.6ｍ×5.4ｍ）

パイプテント（中） 10張（2.7ｍ×3.6m）

パイプテント（小） 3張（1.8m×3.6m）

テント用ビニール風除け 7張（パイプテント（大）用）

テント用ビニール風除け 5張（パイプテント（中）用）

テント用ビニール風除け 2張（パイプテント（小）用）

パーテーションパネル囲み
20枚（後方及び両サイドに掲示物が貼れるように
パーテーションパネルで囲む。（900ｍｍ×1,800ｍ
ｍ）,パネル固定用の鋲を合わせて用意）

長机 120脚

長椅子 60脚

折りたたみパイプ椅子 230脚

スタンド型灰皿／バケツ 4セット

カラーコーン＆バー（ウェイト込み） 約1200ｍ相当（ウェイト及びコーンバー込み）

トラロープ 500m相当

延長コードドラム 15台

本庁舎備品搬出入 1式（上下水道局本庁舎からの物品引取・返却）

人員

物品
（飲食コーナー
を除く全体）

鳥羽水環境保全センター

式1

式1看板等

作業

式1

使用用途 品名 数量等（令和元年度実績ベース）

1

1

式

数量 単位

式

令和２年度　鳥羽水環境保全センター一般公開　想定業務内容

※過去の業務に基づく参考値。（実際の業務内容，数量はこれを上回る場合があります。）

清掃
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鳥羽水環境保全センター

使用用途 品名 数量等（令和元年度実績ベース） 数量 単位

飲食ブース
飲食ブースに必要な資材・人員一式（不足分）
5店舗出店，テント（大）5，（中）1使用，飲食スペー
スとしてテント（大）2，長机14脚，椅子56脚使用

下水道90周年記念メニュー（新規）

予算目安：300,000円
・オリジナルお菓子
回転焼などに当局のマンホール柄を焼き印したも
のを想定。開発費，出店調整等含む。

発電機 5台×2日間

ベビーベッド（布団込み） 1式
車椅子 5脚
担架 1台
応急処置セット 1式（ＡＥＤ，薬箱，白衣）
授乳場所用パーテーション 1式

疏水物語搬出入
300ｹｰｽ（1本490ml/1ケース24本入り）を旧資器材
防災センターから鳥羽水環境保全センターへ搬出
入

ブロック氷 30貫

イベントクーラ－ 1式

アイスピック 2本

仮設トイレ(手洗い2台付） 4台

汚物入れ（袋込み） 4個

消臭剤 4個

下水道シア
ター

DVD試写セット
1式（設置・管理，DVDプレーヤー，プロジェクター，
オーディオ，スクリーン，コード等一式）

1 式

びわ湖疏水船
ＰＲコーナー

DVD試写セット
1式（設置・管理，DVDプレーヤー，ディスプレイ，
コード等一式）

1 式

ハンズフリー拡声器 2台（ＴＯＡ社　ＥＲ－１０００と同等品）

ホワイトボード 1台×2日間（マーカー2色以上）

グッズ制作
オリジナルトイレットペーパー，オリジナルストラッ
プ型携帯クリーナー　各500個

施設見学バスツアー用
マイクロバス庸車

200,000円
（3日間（場内試走1日+イベント2日），ドライバー1
名含む）
※　1日4回各30分程度実施

コーナー設置に際して必要な備品一
式（詳細は契約決定後協議）

40,000円

パックテスト 2式（CODパックテスト　徳用セット　KR－COD）

リン 4式（協立理化学研究所製，ＷＡＫ－ＰＯ４）

銅 4式（協立理化学研究所製，ＷＡＫ－Ｃｕ）

赤キャベツ色素 2式（和光純薬工業，25ｇ）

椅子 4脚（高さ調節可能なもの）

踏み台 1脚（記念撮影用看板で使用）

照明設備 3基（スタンド型）

施設見学 施設見学用音響設備等 5台（CDプレーヤー，設置用の台） 1 式

ふわふわ エアートランポリン(ふわふわ) 1台×2日間 1 式

ミネラルウォーター
4日間（水は2種類(六甲のおいしい水・硬度
300mg/以上の外国産ミネラルウォーター（エビア
ン等））／各400ℓ以上）

ウォータークーラー 3台×4日間（利き水用（容量12ℓ以上，冷却用））

イベントクーラー
4日間（氷を入れ，利き水に使用する水を冷やせる
ようにすること）

湯茶設備（温冷対応） 2台

茶葉 1式

湯呑茶碗 300個

シンク 1式

給排水工事 1式

式1

式1

水質実験コー
ナー

式1

式1

式

式1仮設トイレ関係

湯茶

式1

授乳室・救護
所

式1

利き水

疏水物語ＰＲ
コーナー

1

下水道事業
PRコーナー

飲食コーナー
運営
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鳥羽水環境保全センター

使用用途 品名 数量等（令和元年度実績ベース） 数量 単位

リユースカップ（補てん金込み） 4000個

カフェ材料
4000杯（コーヒー1200杯，グリーンティー2000杯，
ぶどうカルピス800杯）

レジスター
1台　「京の水カフェ」「金額」「注文数」の印字がで
きること。商品ごとの注文数が集計できること。

冷蔵設備，製氷機等 1式

ウォータータンク 1式（10ℓ，20ℓ×各1台）

ブロック氷 30貫

ストロー，フレッシュ，ガムシロップ 4000杯分

保健所申請 1式

シンク 1式

給排水工事 1式

ミスト設営・撤去 1式（上下水道局本庁舎からの物品引取・返却）

電気工事 1式（結線作業等）

メガソーラー等
見学ツアー

ワイヤレスイヤホンガイド
40個（ケンネット社イヤホンガイド（KR-100J-R）又
は相当品）

1 式

下水道９０周年
記念コーナー

下水道９０周年記念企画（新規）
参考予算：300,000円
下水道９０周年をＰＲするコーナーの企画提案，実
施，運営

1 式

その他物品等 1式

イベント保険 4日間

緑茶（2ℓペットボトル） 8本

消耗品等
1式（文房具，カウンター，白線引き，ウエットティッ
シュ等）

掃除用具・トイレ用品 1式

式1

式1その他

京の水カフェ 式1

ミストコーナー


